
共通組み立て説明書 | 
A 注意

お買いよげのお客様へ必ずお読みください。
・本商届の対象年齢は15才以上で宮、対象年齢未満のお子憶に|主絶対に与え砿いでください。
・小さな部晶があ Dます。口の中には絶対に入れ芯いでください。窒患の危険があります。


.誤飲の危険があD ますので、3才未満のお子禄には絶対に与えないでください。


・ベースメーカーをご使用の方は、マグネットカブラー(連結器の部品)を身体に近づけ琢い1-1-
ょうご注意くだ古い。


・マグネットカブラー(連結器の部品)は磁石を使用していますので、テレビ・時計・パソコン


などに近づけないでください。磁気で尊重能異常が起こる場合があDます。


〈組み立てる時の注意〉
・取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ護ったりし芯いでください。
.部品[;1:プラスチッフ用ニ叫，-1<1:どできれいに切り取りましょう。切口取った後のヲズは捨てて主だ古い。
・部晶の申に l草、やむをえ曹、とがった部分がありますので、気をつけて組み立ててください0
・シールは、必要な部分を切り抜いて貼ってください。
・部品の加工の際の刃物、工具などのと使用にあたっては、それぞれの取級い説明書をよく
読んで正しく使用してください。 

eNゲージ鉄道模型のパーツなどのと使用にあたっては、それぞれの取扱い説明書をよく
読んで正しく使用してくだ古い。

{お買い上げのお客様へ}不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
《電話受付先》 パンダイお客様相談セン空ー

{曹日本)柏市量目撃目叩 .. -8511 宮04-7146-0371


(酉白川市北区蜘問 問仰

277

2 'B06-6375-5050 

...話畳柑時間月~童曜日(担日を陪く ) 10時-16聞

《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送セン骨

轟木県下軍曹置壬生町畠もちφのまち5-4-67 ., 321-029唱 " 0282-85-0255 

*Bトレインショーティーは、動力ユ=ッ卜(別売)を装珊することで、 Nゲージの線路上を走行させることができます。

①綴関車への動力ユニットの取り付け |・Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、別途ご用意ください。
・rsトレインショーティー専用・動力ユニット日・機関車用」を使用します。 い線路、コントローラーは、各社のNゲジ規格の製品が共通に使用できます。

+日干手書ヲ而~ I._i#-_~b ___-n-, ___~__.". I :~ゲーフにおける使用方法は、割引ゲージの取り扱い説明書をご覧くださ山 
---LJlτlLJL工主"---ilτlナ町斗 ,*床甑前後の穴Oと、左右2箇所・走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
ゴ岡町宅ヂ蝿巨占ョ l の爪ψで、車体と固定します. I ·動力ユニット1 台で、通常刷両程度開 I ( 自車含む)することができます。
ごZーー』ーξ~ Cで軍一 ・ | (勾配区間や急カーブのある線形で!立、牽ヨ|できる両数が制限されます。)

キ床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換装着してください。
*スノ プロウは着脱可能です。 (力ブラ ポケットの溝に、爪をしっかりと掛けてください ) ・ KATO製の動力ユニットを使用することもできます。

主主品開舟223完控室弘知込官23r拠益繁K1 31Ttitii;;7342rして旬、)
車 EF64o. DF50. DD53など、車体裾の低い車両には装着できません。

②電車・気動車への動力ユニットの取り付け 1*11 ・103は・陣式時間主力プラーポケットの肉鋼1::;1・ 9 ー-一日←一一
・rsトレインショーティー専用・動力ユニット目・電車・気動車用」を使用します。 I 必ずストッパーを取り外して由崎着して〈惜仇

戸_r"四四一，
サ ー~~η ②電車・気動車用・動力ユニット(台車レリーフは取り付けできません。)

紺~同「田 L村口 1 * 左右4箇所の爪円、品番11 ・105 1 通勤電車①:コイルパヰ台車骨イプ
 

~~昌子庁廿孟了一二~~で円 l 車体と固定します。 品番11哨|新電車①:空気パネ台車聖イプ

区ι相時羽田臆到 底灘五鹿説時三当 - 品番11-1071 通勤電車②ポJレ対レス台車台イプ

*床板(シャーシ )部分を外して、動力斗ニットに交換・装着してください。 1 品番11-104 1 チピ客車用動力ユニット | 
*台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。 
(追加ウエイトは、走行状況に応じて匝用してください。車内の空きスペースに、両面テープなどで固定します。 1* KATO製『チピ客車用動力ユニット」を使用する喝舎は.
 

| 手すりを切り取ってからシャーシと交後・装着します.


⑧トレーラー{動力の無い車両}への台車の取り付け 15膏1山陸、脚ー附畑山崎車場合川町

.刷純唱叫B F品ト…ヨ一→引テ有一イ
*台車部分を外して(床板は付けたまま)λ、走行台車をセンう~一ピン穴に装着して〈ださい。 1 品番11 ・ω9 1 通勤電車①目コイルパヰ台車告イプ | 尽雪奮空費聖砂

本台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。 1 品番11 ・098 1 愚行電車①:空気パヰ台車型イプ | 急行電車①宣言ヤ咋歯車タイプ D丁目タイプ
*旧宮イプ床板では、台車の回転止めピンがあります。また、初代床板ではカブラ一台座
と車輪止め用ピンがありますので、走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。 1 品番11-即 | 通勤電車②田ボJ旧宮レス台酌イプ | 瞳擁護劃 LEE-μ 

このほか、割りピン取り付け方式の、各社・台車を取り付ける 中\マ 町一

吋舵取り付けが台車レリーフ』が走行中に落下しなほうに、取り付けがゆるい胎| ことができます。 通勤電翌2些三車9{1 OT6 ' タイプ
にI掛婚制などを使用して固定して〈ださい----- ----------------- I ゆ燐畠構助 E231 系など

本スカートのある先闘に、動力ユニットや走行"を取り付ける寝台は、スカートを取り.，\ンタグラフの交換 宮 ='


外材、または悼のカブラー献を切り恥てから闘してく白い。 | ホお好みのNゲージ用パンヲグラフ制l途お買い求めの上、交換してください。


$吾置の受.パーツは、メーカー，形式によって取り付けが・い{・い〉楊告もありますので、それ
ぞれ踊聾のうえ取り付けてください.またパーツによっては加工が必要なものもあります.

事.カユニットの笹倉に1;1:、車種によっては車体舗のー鶴〈ガラス，スカートなど}や、動力ユニット
の康援などを切り取る等の加工が必要な場合があります. 

201C同 

KATO ・ 11-401 PS14:1草川ン宮守ラフ ヴリーンマyヲÀ:80-2:PS13・薗溝パン世グラ7
陥JO:11-403 PS22:直溝・下枠吏置車H'/，>'Iラ7 'I'Jーンマッヲス:80-3:PT42 置即1'/'>'1ラフ
臥JO:11-404， 1 ト位o PS16:1車パン世子力 伊Jーンマツ1À:80-5:PT43:直車パン付ラ7 

11< 1 1-420は、置組穴が4・の・担に対応します.1ロスポイント:PT7 1C:シン '1M'ーム・パン'JIjラフ

』のほか、取り付けピンが縦2本方式の、各社目パン合ヴラフを取り付けることができます。



オロネ唱。

オロネフ唱。

扉なし・尾灯付吉
(オロネフ10 )

*オ口才、フ用妻板は、青色のみに付属。

扉付き・尾灯付吉 
(オロネ710 )

側面左

冷房車・その2 
(オハネ12)

(車体の組立て)

①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。

ホブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んで

ください。 1 担ック・前から 問スー・ー__n，，，1 
~ +=置 E・・.lC+ I

l 下 ・司副・・・・・4・・ l
②屋根を取り付けます。 I .. ---

(1 {ンヲ付きの車両はパン9グラフを取り付けます。)

③妻板を取り付けます。

(先頭車は後方1 枚、中間車は前後2枚取り付けます。)

④左右の側面を取り付けます。

⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。

(中間車は完成です。)

⑥先頭車は前面を取り付けて完成です。

(スカート付きの車両は、先にスカートを前面に取り付けます。)

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの

先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

本取説に記載されている車両は、パリエ ション肉の一部です。

正面パーツ!屋担パーツなどl立、車種・塗装によってセッ卜されている 

1'\-ツが異なりますのでご注意ください。

オハネフ12，
オハネ唱2，
オハネフ13

-・シールの貼り付け位置 ! ・・・・・・・・・ーーーー・ーーー 
(オハネ713) 冷房車・その 1

車両番号について

旧型の客車では、蒸気暖房装置が標準的に装備されていましたが、

新たに電気暖房装置を併設した車両は、原番号に+2000を加えた
番号に変更して区別し:ました。
東北、北陸地区以北の車両を中心iこ改造されました。

*シールは、必要部分を台紙から切り抜いて、貼ります。 
(刃物のお取り扱いにはご注意ください。) 

F郵11 行先票 種別 
All& _ A道官

車体番号四*102 扉なし
(オハ4 ナハネ) 

1-_ _ __ーーー・圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ 

(オハネフ 12)

( 実車の編成例 )本棚によって、編成や車帥状は変化していますのでご溜ください。

→東京 

(>I"~12)
 11 11 11 (ﾀo54) >1" 0:1'-10 >1"1¥*12 11 16ﾀ';i-11 ﾀ';i'16 11 (>1",,16) ~~16，À 11 ヨIE-12>1"1¥:1'11 16巴~~，EEE巴1

IEヨ巴巴巴EEE巴E巴'247 ﾀ I¥ 742 1 11 :t-1Q0>l" 11 (ﾀ0762) 11 712*>1"1¥ 11 -12>1"1¥:1'11 1 (>I"~10) " >I"';f45

.1978年10月 2日「急行津軽3 ・ 2号』上野~青森 10系寝台車+12系客車
→青森 

-10:1'0>1" 11II(ﾀ0762) '*12匹ヨ巨 712 I I¥ﾀ 11 12>1"1¥11 713 ">1"1¥12 >1"1¥12 >1"1¥12>1"1¥ 

*1 オハネ 12で代用

率 2 スハ43で代用

ホ 3 スハ742で代用

11 712*>1"1¥ 11 

1 



車体香号	 10系寝台

割困図書 も星~I..l" I 兎..L " I' ・-'-" 
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